
 

 

 

平成３０年度 事業報告書 

（ 自 平成３０年４月１日 ～ 至 平成３１年３月３１日 ） 

 

 各部・委員会報告 

１ 代表理事・庶務部報告 

代表理事 下 釜 光 弘 

庶務部長 新 井   博 

 

主な活動報告 

  

（１） 会議開催について 

ア 定時社員総会 

４月２２日（日）１２時３０分～１４時、諫早市中央公民館（市民センタ

ー）３階 第１講座室。 

以下の各議題について審議された。 

（ア） 平成２９年度事業報告、決算報告及び監査報告に関する承認の件、承

認。 

（イ） 平成３０年度事業計画(案)に関する承認の件、承認。 

（ウ） 平成３０年度予算(案)に関する承認の件及び補正予算を理事会に委任

することに関する承認の件、承認。 

（エ） 選挙管理委員の選任に関する承認の件、承認。 

（オ） その他の件（①全鍼師会「東洋療法推進大会ｉｎ鹿児島」について、

承認） 

 

イ 第１回理事会 

６月３日（日）１０時～１２時、諫早市永昌東町公民館。 

以下の各議題について審議された。 

     （ア） 平成３０年度定時社員総会における総括および議決事項確認について、

承認。 

（イ） 法定手続き（公益目的支出計画実施報告書提出）について、承認。 

（ウ） 九州鍼灸マッサージ師会連盟代表者会議報告について、承認。 

（エ） 全鍼師会定時総会等報告について、承認。 

（オ） 平成３０年度事業について（①年間タイムテーブル（案）について、

②事業計画及び提案事項について、③ホームページの更新について）

承認。 



 

 

 

（カ） その他（①７５歳以上の社員に係る過年度会費の取扱いについて、②

役員選任規程に係る立候補届様式の他薦様式再検討について、③県民

表彰などへの対応について）承認 

 

ウ 第２回理事会 

９月２日（日）１２時～１４時、長崎市障害福祉センター、５階、和室研修室。 

以下の各議題について審議された。 

（ア） 理事の欠員に関する対応について 

（イ） その他の件。 

 

   エ 第３回理事会 

     ３月３１日（日）１３時～１７時、長崎市障害福祉センター（ハートセンタ

ー）視聴覚室。 

     以下の各議題について審議された。 

（ア） 平成３０年度事業報告、収支決算報告及び監査報告について 

（イ） 平成３１年度事業計画(案)について 

（ウ） 平成３１年度収支予算(案)について 

（エ） 任期満了に伴う理事および監事の立候補者について（報告） 

（オ） その他（①平成３１年度定期総会にかかる資料・議題などの確認及び

役割分担・タイムスケジュール等について、②平成３１年度九州鍼灸

マッサージ師連盟代表者会議について、③全鍼師会代議員総会等への

派遣について、④後期高齢者広域連合助成金の協定継続について、⑤

全鍼師会「東洋療法推進大会 IN 神奈川」について、⑥無資格対策活

動について）承認。 

 

オ 監査会（平成３０年度分） 

   ３月３１日（日）９時～１２時半、長崎市障害福祉センター ５階 視聴覚室。 

   以下の事項について審議、監査が行われた。 

① 事業監査について 

② 会計監査について 

 

（２） 渉外等活動について 

 

平成３０年 

４月 ２日（月）後期高齢者医療広域連合へ協定書について連絡。 

４月 ３日（火）長崎振興局へ法人県民税について連絡。 

４月 ３日（火）後期高齢者医療広域連合から新任の課長・係長・担当官が挨拶を兼

ねて協定書を持参。 

４月 ５日（木）全鍼師会へ第議員総会について連絡。 



 

 

 

４月１０日（火）長崎振興局にて長崎県法人県民税納税。 

４月１０日（火）社員から退会の連絡があり書類送付。 

４月１９日（木）・４月２０日（金）九連代表者会議について大分の梅木会長から連

絡あり。 

４月２３日（月）日本鍼灸マッサージ協同組合へ総代会について連絡。 

４月２７日（金）後期高齢者医療広域連合から保険証切り替えポスターについて連絡

あり。 

５月 ８日（火）・５月１４日（月）全鍼師会へ代議員総会について連絡。 

５月２２日（火）鹿児島の松元会長から東洋療法推進大会 in鹿児島について連絡あ

り。 

６月 １日（金）後期高齢者医療広域連合へ、はり､きゅう施術費集約等業務に係る

手数料請求書について連絡。 

６月 ６日（水）後期高齢者医療広域連合から、はり､きゅう施術費集約等業務に係

る手数料振込みについて連絡あり。 

６月１２日（火）後期高齢者医療広域連合から保険証切り替えポスター必着。 

７月 ９日（月）林保険部長から後期高齢者医療広域連合はり､きゅう施術費集約等

業務に係る手数料振込み確認の連絡あり。 

７月１９日（木）長保連から社員の施術者登録番号について問い合わせあり。 

８月 ７日（火）・８月２１日（火）長崎労働局から労災保険あん摩マッサージ指圧

師､はり師及びきゅう師施術料金算定基準に係る協定書について連

絡あり。 

８月 ８日（水）日本鍼灸マッサージ協同組合へ、退会者の所得保障書類について連

絡。 

８月 ８日（水）長崎市障害福祉センター（長崎ハートセンター）５回、社会適応訓

練質にて、大坪財務辞任に伴う引継ぎ会（出席者、下釡代表理事・

新井庶務・山口監事・大坪元財務）。 

８月１３日（月）長崎労働局へ労災保険あん摩マッサージ指圧師､はり師及びきゅう

師施術料金算定基準に係る協定書を公印処理後返送。 

９月 ５日（水）・９月 ７日（金）富士見郵便局にて県鍼師会振替口座開設手続き。 

９月 ５日（水）法務局にて、登録変更手続き（新井庶務）。 

９月１０日（月）・９月１３日（木）・９月２６日（水）・９月２７日（木）東洋療

法推進大会 in鹿児島について、（株）シモデンツーリストへ問い

合わせの連絡及び参加費振込み等。 

９月１０日（月）十八銀行城山店にて県鍼師会新規口座開設。 

９月２１日（金）社員から後期高齢者医療広域連合施術費助成金申請書について連絡

あり。 

１０月１４日（日）・１０月１５日（月）東洋療法推進大会 in鹿児島へ出席（本会か

ら下釡代表理事、一瀬学術部長 2名）。 

１１月 ９日（金）日本鍼灸マッサージ協同組合から研修会参加費について連絡あり。 



 

 

 

１２月２１日（金）全鍼連盟へ国会議員顧問について、及び長崎県医療政策課へ平成３

１年秋の叙勲推薦について連絡。 

平成３１年 

１月 ７日（月）全鍼師会から、２月研修会講師派遣依頼状について連絡あり。 

１月２２日（火）長崎県教職互助組合から、割引事業に伴う名簿について連絡あり。 

１月２９日（火）後期高齢者医療広域連合から、施術費助成に関する施術録保管につ

いて連絡あり。 

１月３０日（水）県南の竹村先生ご逝去にて弔慰金送付（林保健部長）。 

２月 ７日（木）後期高齢者医療広域連合から、施術費助成制度の点字申請者等につ

いて連絡あり。 

２月１２日（火）長崎県立盲学校卒業式出欠についてＦＡＸ。 

２月２６日（火）社員から、県北で無資格者による傷害事故が発生しており、行政か

ら住民へ注意喚起の公示をして欲しい旨要請したと連絡あり 

 

（３） 社員異動について、本会および全鍼師会へ各種手続きを行った。 

 

（４） 社員、外部へ対し、文書の発受を行った（発信については、３０県鍼発第１号

～１９号、事務連絡文書ほか。）。 

 

２ 財務部報告 

財務部長 大 坪 浩 次 

代  理 下 釡 光 弘 

 

（１） 財務部では、納入された会費や会務活動に伴う経費の支出等、公益法人会計基

準を順守し会計処理を適正且つ円滑に行うよう努めた。 

 

※ ９月２日から下釡代表理事が代行。 

 

３ 学術部報告 

学術部長 一 瀬   忍 

 

 学術部においては、社員の資質向上と社会的評価を高めるために次のような研修会

を開催し、学・術の研鑽に務めた。なお、研修会は東洋療法研修試験財団が推進して

いる生涯研修制度の承認通知を受け、規程に基づき開催した。 

   

（１）東洋医学夏期講座 



 

 

 

 平成３０年７月１日（日）１０時～１６時、長崎市障害福祉センター（ハートセンタ

ー）において開催。社員をはじめ、県内鍼灸マッサージ師が受講。 

 午前は『業界のよもやま話』という演題で、（公社）全日本鍼灸マッサージ師会前会長

で現在顧問の杉田久雄先生にご講演いただいた。講演では、先生が柔道整復師や鍼灸師の

免許を取得されてからこれまでのお話しや、武道家であるお父様からの教えが神奈川県師

会や全鍼師会の役職を務めるのに活きていたこと、行政との交渉の秘話など、幅広くお話

しいただいた。永きにわたり会長という重責を担ってこられた杉田先生だから話せること

や受領委任制度移行対する思いを直接聞くことができ、これから変化する鍼灸界の一員と

して、身の引き締まる、良い学習ができた時間となった。 

 午後は『介護の総合事業と認知症予防』という演題で、北松こまらん隊会長真坂共子先

生にご講演いただいた。講演では、プロジェクターを用い、“総合事業とは”という基本

的なお話から介護の現状、認知症の友人に対する関わり等、クイズも踏まえながら、難し

くなりがちな介護制度をわかりやすく解説いただいた。我々も介護予防に一躍担えるよう、

学んだことを日々の臨床に活かしていければと考える時間となった。 

 

  （２）東洋医学秋期講座 

 平成３０年９月２日（日） １０時～１６時 長崎市障害福祉センター（ハートセンタ

ー）において開催。社員が受講。 

 午前は『生保・労災について』という演題のもと、本会保険部長 義久先生にご講演い

ただいた。 

 講演では、生保の現状を中心に、在日外国人に対する生活保護の現状や制度の詳細を、

クイズを交えながらわかりやすく解説いただいた。制度の復習と現状を知ることができ、

クイズ形式でリラックスした状態で受講できた。 

 午後は『実技交換会』とし、参加者がお互いに施術をし合い、それぞれの技術や症状に

対する考え方・とらえ方を意見交換し、とても有意義な学習の時間となった。 

 

（３）東洋医学冬期講座（専門公開講座） 

 平成３０年１１月１８日（日）１０時～１６時 諫早中央公民館（諫早市民センター）

において開催。社員をはじめ、県内鍼灸マッサージ師、県内専門学校教諭・学生、柔道整

復師、一般市民が受講。 

 『オリンピック選手に対する鍼灸マッサージ』をテーマに、北京・ロンドン五輪日本競

泳競技帯同トレーナー 広橋憲子先生にご講演いただいた。 

 午前の講演では、北島康介さんや瀬戸大也選手との関わり方やエピソード、ケア方法な

ど、また、オリンピックやアジア大会での裏話など、現場で経験されたことをわかりやす

くお話しいただいた。先生のお話で、その光景を知らない自分達でも光景が想像でき、楽

しく聞くことができた。 

 午後の実技講演では、多様なマッサージの手技を部位ごとに解説いただき、全盲の参加

者にも手取り足取り教えていただいた。手技や施術に対する考え方はとても参考になり、

日常施術の幅が広げられる、貴重な学びができた時間となった。また、 



 

 

 

 

（４）東洋医学春期講座 

 平成３１年２月１７日（日） １０時～１６時 長崎市障害福祉センター（ハートセン

ター）において開催。社員が受講。 

 午前・午後を通して、『あはき保険取扱いについて』という演題のもと、（公社）全日

本鍼灸マッサージ師会保険局長 往田和章先生にご講演いただいた。 

 講演では、貴重なデータを準備していただき、受領委任制度については、制度移行まで

の流れや今後推測される問題などを詳細に、また、施術報告書の意義や詳細な解説を丁寧

にお話しいただいた。さらに、介護制度や訪問看護等、他業種の制度とあはき療養費制度

との比較も聞くことができ、知識を深めることができた。受領委任制度を勝ち取るまでの

経緯やご苦労を垣間見、感謝するとともに、あはき療養費を取扱う者として、しっかりと

した関係書類の作成とこれまで通りの適正な保険取扱いを行い、受領委任制度が保険者に

も医師にも患者にも認識してもらい、定着するよう、日々精進しなければならないと強く

感じた、有意義な時間となった。 

 

 

その他、研修会を円滑におこなうため、以下の通り活動した。 

 

平成３０年 

２月２８日（水） 東洋医学夏期講座講師 真坂共子先生と打ち合わせのメール。 

         ※以降、５月３０日、６月１・１６・２９日にメール。必要に応じて

電話で連絡 

３月２６日（月） 東洋医学夏期講座講師 杉田久雄先生と打ち合わせのメール 

         ※以降、３月３０日、４月３・６日、６月３・７・２９・３０日にメ

ール。必要に応じ電話で連絡。 

４月２日（月）    杉田久雄先生航空券・宿泊先手配。 

４月６日（金）  航空券支払い手続き。 

４月９日（月）  ながさき県民大学（まなびネット）に登録申請手続き。 

５月１６日（水） 学術案内作成。 

５月２０日（日） 生涯研修開催届作成。 

５月２３日（水） 東洋医学夏期講座講師 杉田久雄先生・真坂共子先生宛依頼状作成。 

７月 ４日（水） 杉田久雄先生・真坂共子先生宛お礼状作成。 

７月２５日（水） 東洋医学冬期講座講師 広橋憲子先生とメールにて打ち合わせ。 

         ※以降、７月２６日、８月２１・３１日、１０月３・１１・１２日、

１１月４・７・８・１１・１４・１５・１６・１７日にメール。 

７月２６日（木） 広橋憲子先生航空券・宿泊先手配。 

１０月３日（水） 広橋憲子先生宛ご依頼状・航空券送付文作成。 

１０月８日（月） 東洋医学冬期講座案内状（こころ医療福祉専門学校・長崎県立盲学校

宛）作成。 



 

 

 

１０月１７日（水）広橋憲子先生へご依頼状・航空券郵送。 

１１月１６日（金）東洋医学春期講座講師 往田和章先生へ電話にて講師依頼。 

         往田和章先生航空券・宿泊先手配。 

１１月１７日（土）往田和章先生とメールにて打ち合わせ。 

         ※以降、１１月１８日、１月３・５・９・１０日、２月４・７・８日

にメール。 

１１月２０日（火）ながさき県民大学（まなびネット）に東洋医学冬期講座参加者数を登

録。 

１１月２３日（金）広橋憲子先生宛お礼状作成。 

 

平成３１年 

１月５日（土）  往田和章先生宛ご依頼状・航空券送付文作成。 

１月１６日（水） 往田和章先生へご依頼状・航空券を郵送。 

２月２０日（水） 往田和章先生宛お礼状作成。 

         全鍼師会宛講師派遣報告書作成。 

２月２６日（火） 岐阜県師会 山田先生へ、来年度研修会講師依頼（承諾済）。 

２月２７日（水） 生涯研修制度 単位数集計・関係書類作成。 

２月２８日（木） 学術部会開催。１９時～ 長崎市障害福祉センター（ハートセンタ

ー） 

３月１日（金）  山田文先生へ、来年度研修会講師依頼（承諾済）。 

 

※ 会場予約は下釜代表理事・山口監事の協力を得て各４ヶ月前に手続き。 

※ 冬期講座・春期講座講師航空券・宿泊先予約は岩下監事の協力を得て３～４ヶ月前に

手配。 

※ 適宜、理事・監事と連絡をとり、協力していただいた。 

 

４ 広報部報告 

広報部長  東 川 信 一 

 

広報部においては、適正な情報公開を目的とした機関誌について、円滑な発行及び 

ホームページの整備のために、以下の事業を行った。 

 

（１） １０月２１日（日）１３時～１５時、長崎市障害福祉センター（ハートセンタ

ー）において広報部会開催。出席者４名。 

（審議事項） 

①  「なむしん会報」第４８号について 

・掲載内容について 

・原稿執筆に関する担当者について 



 

 

 

・原稿の提出期限について 

・発行形態と作成、送付手段、時期について 

② ホームページについて 

・掲載内容及び更新状況について 

 

（２） 平成３１年２月 

「なむしん会報第４８号」発行。（墨字版・メール版の２種類発行。） 

 

（３） ホームページ更新等 

    平成３０年６月２５日（月） 

     社員名簿、事業報告、監査報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目

録、治療院の紹介更新 

    平成３０年７月７日（土） 

     受療委任制度についての案内を掲載 

    平成３０年７月１３日（金） 

     県民公開講座、学術部研修会開催案内を掲載 

 

５ 保険部報告 

保険部長 林   義 久 

 

   保険部においては、生保、労災関係書類の整備を行った。又、広域連合保健事業に

係る取扱いについて、適切な処理を行うよう努めた。 

 

 （１） 学術部東洋医学新年口座において、生保・労災研修会を開催した。（平成３０

年９月２日） 

 （２）保険部資料の整備を行った。 

 

６ 組織強化部報告 

                                                  組織強化部長 明 賀 喜 利 

 

（１） 社員台帳の整備。 

（２） 本会入会パンフレットの整備。 

（３） 各部と連携し、各部が行う事業に対するサポートを行った。 

 

《社員異動状況報告》 

  

入会者     なし。 



 

 

 

 

退会者（８名）  

 

逝 去（１名） 

 

平成３１年３月３１日現在 社員総数４７名 

 

 

 


